
テニスのサーブのバイオメカニクス的研究

～球種の違いによる上肢とラケット運動の分析～
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1. 緒言 

サーブは、テニスに於いてゲームの最初の打球

であり、ゲームの組み立ての観点からも重要な技

術のひとつである。サーバーにとって、いかに同

じフォームで違う球種・コースを打ち分けられる

かが、その後の戦術へ繋げる要因となる。一方リ

ターン側は、サーバーの動作

とが、球種・コースの予測に繋がる。

サーブに於いて、前腕の内旋・回内を重要視す

る先行研究は多く見られるが、球種による身体や

ラケットの使い方の違いを分析している先行研究

は、ほとんど見受けられない。

本研究は、梅垣ら 1）が行ったスピンサーブとス

ライスサーブにおける、上肢の回旋運動やボール

とラケット面の衝突の仕方などの違いについて、

統計的手法を加えて再検証を試み、サーバーの指

導やリターン側の予測のための

とを目的とした。 

2. 研究方法 

2-1 研究対象 

茨城大学硬式庭球部に所属する女子

159cm、年齢 22歳、経験年数

2-2 撮影試技及び撮影方法 

試技は、スピンサーブとスライスサーブの

類をアドバンテージサイドからワイド方向に行

た。分析対象は、成功試技のうち

報告により、よいと判断され

技とした。撮影は、茨城大学テニスコート

のハイスピードカメラ（CASIO

方向の右側方と後方にそれぞれ設置し

法適用のため、垂直に保持した

か所で試技に先立ち撮影した後

た。 

分析点は、肋骨下端、左右肩峰、肘関節中心、

手関節中心、上腕部両端マーカー、前腕部

ーカー、手部両端マーカー、グリップ下端、グリ

ップ上端、ラケットフェイス部の左右端点、ラケ

ットヘッド、ボールの 17点とした。

2-3 座標定義 

実験座標系は、右手系を用い

（センターマークより後方に

を原点とした(図 1)。 

2-4 分析方法 

撮影した映像を、Quick Time Player

を用い AVI形式に変換後、Motion Viewer Free

ィジカルソフト社製）を用い、分析点のデジタイ

ズを行った。分析範囲は、各サービス動作のイン

パクトを基準として、トスを上げた時点から、後

ろ 10フレームとした。2台の

試技のデジタイズデータから、
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サーブは、テニスに於いてゲームの最初の打球

であり、ゲームの組み立ての観点からも重要な技

術のひとつである。サーバーにとって、いかに同

じフォームで違う球種・コースを打ち分けられる

かが、その後の戦術へ繋げる要因となる。一方リ

ターン側は、サーバーの動作の違いを見つけるこ

球種・コースの予測に繋がる。 

内旋・回内を重要視す

る先行研究は多く見られるが、球種による身体や

ラケットの使い方の違いを分析している先行研究

ない。 

が行ったスピンサーブとス

ライスサーブにおける、上肢の回旋運動やボール
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統計的手法を加えて再検証を試み、サーバーの指

ための基礎資料を得るこ

 

茨城大学硬式庭球部に所属する女子 1 名（身長

歳、経験年数 10年、右利き）。 

 

スピンサーブとスライスサーブの 2 種

類をアドバンテージサイドからワイド方向に行っ

のうち、被験者の内省

報告により、よいと判断された各 6試技、計 12試

。撮影は、茨城大学テニスコートで、2台

CASIO 製 EX-F1）を打球

方向の右側方と後方にそれぞれ設置し、3次元 DLT

垂直に保持した較正器を運動範囲 6

た後、各試技を撮影し

分析点は、肋骨下端、左右肩峰、肘関節中心、

マーカー、前腕部両端マ

ーカー、手部両端マーカー、グリップ下端、グリ

ップ上端、ラケットフェイス部の左右端点、ラケ

点とした。 

を用い、被験者の左後方

センターマークより後方に 180cm、左側方 180cm）

Quick Time Player（Apple社製）

Motion Viewer Free（フ

を用い、分析点のデジタイ

ズを行った。分析範囲は、各サービス動作のイン

トスを上げた時点から、後

台のカメラの較正器及び

から、3次元 DLT法 

図 1 撮影の概略 

（Direct Linear Transformation Method

3次元座標を算出した。 

2-4 算出項目 

インパクト直後のボール速度は

10 フレームのボール変位と時間から

して求めた。インパクト時のラケット速度は、ラ

ケットフェイス部左右両端

定義し、平滑化微分法を用いて算出した。

手首と肘の空間角度変位

利用して算出し、スピンサーブの

パクトを基準として時間軸の規格化を行った。

解剖学的関節角度は、自作

体に対する上腕（胴-上）、上腕に対する前腕

前）、前腕に対する手（前-手

を算出した。尚、スピンサーブ・スライスサーブ

ともに、1試技目のみを分析対象とした。

関節角速度は、算出された解剖学的関節角度から

平滑化微分法を用いて求めた。

母平均の差の検定には、等分散の

とする t検定（両側）を用いた。

いて、ピアソンの積率相関係数を
 

3. 結果と考察 

3-1 インパクト時のラケット速度とインパクト

後のボール速度 

インパクト時に於ける、

ット速度の絶対値に有意差はみられな

インパクト直後のボール速度

サーブが有意に小さい値を示した（

ンサーブは、ラケットでボールの下から上、

り、鉛直上向に擦り上げることで

かかる。スピンサーブはスライスサーブに比べて

鉛直上向へのラケット速度が有意に

（P<0.05）。そのため、ボールに
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Transformation Method）を用いて、 

インパクト直後のボール速度は、インパクト後

と時間から平均初速度と

インパクト時のラケット速度は、ラ

左右両端を結んだ中点の速度と

定義し、平滑化微分法を用いて算出した。 

変位は、ベクトルの内積を

、スピンサーブの 1 試技目のイン

パクトを基準として時間軸の規格化を行った。 

自作ソフトを用いて、胴

、上腕に対する前腕（上-

手）の各軸周りの回転量

尚、スピンサーブ・スライスサーブ

試技目のみを分析対象とした。解剖学的

算出された解剖学的関節角度から

平滑化微分法を用いて求めた。 

、等分散の 2 標本を対象

を用いた。各分析項目内に於

、ピアソンの積率相関係数を求めた。 

インパクト時のラケット速度とインパクト直

インパクト時に於ける、球種の違いによるラケ

差はみられなかったが、

インパクト直後のボール速度の絶対値は、スピン

値を示した（P<0.01）。スピ

ンサーブは、ラケットでボールの下から上、つま

向に擦り上げることでボールに回転が

かかる。スピンサーブはスライスサーブに比べて

へのラケット速度が有意に大きかった

ボールにスピン回転がかか
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り、スライスサーブよりもボール速度が小さくな

ったと考えられる。 

3-2 インパクト位置の違い 

スピンサーブとスライスサーブに於けるインパ

クト位置の違いを、両肩峰中点を原点として比較

したところ、X 成分に有意な差が認められた

（P<0.001）。これは、スライスサーブが身体から右

遠方でインパクトを迎えていたため X 値が大きく

なったのに対し、スピンサーブでは、身体に近い

位置でインパクトを迎えていたので X 値が小さく

なった。図 2は、両肩峰中点から鉛直上向 95cmを

原点（★）としてインパクト位置をプロットした

ものである。図より、スライスサーブのインパク

ト位置がほぼ一定であったのに対し、スピンサー

ブのインパクト位置の分散が大きかった。スピン

サーブは、安定したサーブを行うために、インパ

クト位置を一定の場所にする必要がある。又、ス

ピンサーブとスライスサーブの分布域が重なるあ

たり（   ）で両試技ともインパクトを行うことが

できれば、レシーバーの予測を妨げることに繋が

るだろう。 

図 2インパクト位置の違い 

 

3-3 手首と肘の空間角度変位 

指導書では、サーブの手・肘関節の使い方につ

いて、完全に伸展させずに内旋や回内を行いスイ

ングするようにと述べている 3）。手首や肘を曲げて

回旋運動の回転半径を大きくすることが、ボール

速度の向上に繋がると考えられる。そこで、ボー

ル速度と手首・肘の空間角度変位の相関を調べた。

スライスサーブに於いて、手首の空間角度とボー

ルスピードの相関は、強い負の相関が見られ

（P<0.01）、肘の空間角度とボールスピードの相関

は、中程度の負の相関が見られた（P<0.05）(図 3)。

図 3 スライスサーブの手首と肘の空間角度変位 

とボール速度の関係 

 

しかし、スピンサーブでは、相関が見られなかっ

た。バドミントンでは、手首・肘の空間角度は 90

～110°が最適であるといわれている 4)。テニスのサ

ーブに於ける手・肘関節角度の最適値に関する論

文は、見当たらないため、最適値を検討すること

が、今後の課題である。 

3-4.解剖学的関節角度と角速度の変位 

 Van Gheluweらは、手首のスナップがインパク

ト時のラケット速度を高めるのにほとんど貢献し

ていなかったと指摘している 2）。そのため、本研究

に於いて、インパクト時や、インパクト前に掌屈・

背屈の角速度が大きくなったのは、球種の打ち分

けに貢献しているのではないかと推測された。

Sprogingsらは、インパクト時のラケット速度に貢

献していたのは、上腕の内旋、手関節の掌屈、前

腕の回内の順であり 1）2）、梅田らは、手関節の尺屈、

前腕の内旋、前腕の回内の順であったとしている 1）。

本実験の被験者は、インパクト時にスピンサーブ

では胴体-上腕の内旋と上腕-前腕の回内が、スラ

イスサーブでは上腕-前腕の回内、前腕-手の掌屈

の角速度が大きく変化していたため、これらがボ

ール速度に影響していたと考えられる。 

表 1に、スピンサーブ（sp）とスライスサーブ（sl）

のインパクト時の解剖学的角速度を示した。今後

の課題として、本実験の被験者のそれぞれの角速

度が、球種の打ち分け・ボール速度のどちらに貢

献しているのかを検討する必要がある。 

 

表 1:インパクト時の各解剖学的関節角速度（deg/s） 

 A B C D F G H 

sp 2.8 5.3 24.6 6.3 55.8 3.4 86.9 

sl 1.5 2.7 10.1 1.3 51.6 34.4 12.7 

A:胴-上 内転・外転, B:胴-上 屈曲・伸展, C:胴-上 内

旋・外旋, D:上-前 内旋・外旋, F:上-前 回内・回外, 

G:前-手 橈屈・尺屈, H:前-手 掌屈・背屈 
 

4. まとめ 

1）本実験の被験者は、梅垣らが述べていた、イン

パクトポイント、インパクト時のラケット速度ベ

クトルとラケット面の調整の他に、前腕-手の掌

屈・背屈の角度と角速度が、球種の打ち分けに影

響を及ぼしていたと推測される。 

2）本実験のインパクト位置は、先行研究や従来の

指導書等で述べられているような動作の特徴がみ

られた。このことは、サーバーの球種の打ち分け

の基本動作が身についていたことを示す一方で、

動作からレシーバーに球種を予測させないという

面で改善する必要がある。 

3）本実験の被験者は、スライスサーブで『手首の

空間角度が小さくなるほどボール速度が大きくな

る』、又、『肘の空間角度が小さくなるほどボール

速度が大きくなる』ことが明らかになった。 
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